
制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

地方職員共済組合
施設における宿泊
利用の提供

〇被災者の方に対し、地方職員共済組合の施設を宿泊料無料で提供
＜対象施設＞
　①端宝園　      兵庫県神戸市北区有馬町1751　　連絡先：078-903-3800
　②鯉城会館      広島県広島市中区大手町1-5-3　 連絡先：082-245-2322
　③ルポール讃岐  香川県高松市中野町23-23　     連絡先：087-831-3330

　※食事代は実費にて負担していただく必要があります。
　※申込みは、各施設に直接お願いします。

平成３０年７月豪雨で被災された方

地方職員共済組合
岡山県支部
（人事課職員厚生
班内）

086-226-7223

県公舎等の空き住
戸の活用（被災者
受入）

〇被災者のために緊急避難場所として、県公舎及び教職員住宅の空き住戸を使用することを希
望する市町村に対し使用許可する（市町村において対応を検討中）
　①使用料は全額免除する
　②使用期間は２年間を限度
　③入居者の決定等、入居者管理は市町村が行う
　④生活に必要な次の備品は別途用意する
　　（エアコン、冷蔵庫、洗濯機、浴槽・風呂釜、カーテン、照明器具、コンロ、寝具一式）

災害救助法を適用するなど甚大な災害が発生
した市町村

総務部
財産活用課
庁舎管理班

086-226-7234

県税の特例措置

○減免の対象となる税目及び減免の額
　・自動車税…
　　　①使用不能により廃車　→　被災日の翌月分から月割りで減額・還付
　　　②修繕　→　修繕費の額によりH31年度分の税額の1/4又は1/2を減免
　・自動車取得税
　　　…　被災により廃車し代替自動車を取得など
　　　→　被災自動車の被災時における 県が算定する残存価格に税率を乗じて減額など
　・不動産取得税
　　　…　取得後１年以内の不動産が滅失等など　→　被害部分に相当する税額を減免など
　・個人事業税
　　　…　事業用資産の損害の程度（保険金等の補てん分を除く）が総額の1/2以上で、前年の
事業所得が１千万円以下の場合
　　　→　事業所得の金額により、税額の1/4、1/2又は全額の減免
○申告、納付等の期限の延長
　・地域及び期日を指定して、県税の申告・納付等の期限を延長予定
　・指定対象でない地域の方も個別に相談

○減免の対象となる主な要件
・自動車税…被災した自動車が使用不能とな
り廃車、修繕した場合
・自動車取得税…被災により廃車にした自動
車の代わりに自動車を取得した場合など
・不動産取得税…取得してから１年以内の不
動産が滅失等した場合など
・個人事業税…事業用資産の損害の程度（保
険金等の補てん分を除く）が総額の1/2以上
であって、前年の事業所得が１千万円以下の
場合

※申請書、被災不動産や被災自動車に係る被
災（り災）証明書などが必要

各県民局税務部

備前県民局
086-233-9810
備中県民局
086-434-7012
美作県民局
0868-23-1267

被災者支援・災害
ボランティア

被災者が生活再建に向けた作業を災害ボランティアセンターに申し込むことで、ボランティア
の方が現地へ行き被災者とともに作業を行う。

被災し、ボランティアの支援が必要な方
県民生活部
県民生活交通課
県民協働推進班

086-226-7427

心のケア・相談支
援

被災や避難生活等による悩みやストレスなど、“こころの相談”に随時対応する。

　岡山市外にお住まいの方
　　岡山県精神保健福祉センター　086－201－0850
　　　※月～金（祝日、年末年始を除く）　9：00～16：00
　岡山市内にお住まいの方
　　岡山市こころの健康センター　086－803－1274（相談専用）
　　　※月～金（祝日、年末年始を除く）　9：00～12：00、13：00～16：00

保健福祉部
健康推進課
精神保健福祉班

086-226-7330

県庁各部局における被災者支援制度
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

補装具等の再給付
被災により、補装具や日常生活用具が必要な場合は、耐用年数等の要件にかかわらず、支給・
給付を行う。

保健福祉部
障害福祉課

086-226-7345

障害福祉関係

■利用者負担の減免・軽減
・被災により利用者負担が困難な場合、市町村の判断により、障害福祉サービスや
自立支援医療などの利用者負担を減免・軽減できる。
■訪問系サービス
・避難所などの避難先を居宅とみなしてサービス提供できる。
■入所・通所系サービス、短期入所
・災害等やむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えて受け入れること
ができる。

保健福祉部
障害福祉課
障害福祉サービス
班

086-226-7345

単県医療費公費負
担制度（小児、ひ
とり親、心身障害
者）

免除が可能
災害により一部負担金を支払うことが困難な
場合（※）
※市町村民税が非課税とされた場合

保健福祉部
健康推進課
子ども家庭課
障害福祉課

健康推進課
086-226-7329
子ども家庭課
086-226-7349
障害福祉課
086-226-7362

岡山県看護学生奨
学資金貸付制度

貸付を受けている奨学生が被災した場合、返還を猶予することができる。 貸付を受けている奨学生
保健福祉部
医療推進課
看護・試験班

086-226-7323

生活保護
被災した生活保護世帯に対して配分される義援金等について、被保護者が自立支援計画を立
て、当座の生活基盤回復に充てる場合、その額については収入認定しない。

保健福祉部
障害福祉課
保護班

086-226-7344

母子父子寡婦福祉
資金貸付金

償還の猶予が可能（猶予期間は、猶予決定の日から最高１年間）
災害により償還金の支払いが著しく困難に
なった場合

保健福祉部
子ども家庭課
家庭支援班

086-226-7349

児童手当 手当の認定請求に添付する書類（事実を明らかにする書類）を省略できる。
災害救助法適用市町村において新たに児童を
出生した場合
被災地に転入・被災地から転出した場合

保健福祉部
子ども家庭課
家庭支援班

086-226-7349

児童扶養手当 被災した月から翌年７月までの手当について、所得制限を適用しない。
災害により住宅・家財等の財産について概ね
２分の１以上の損害を受けた場合

保健福祉部
子ども家庭課
家庭支援班

086-226-7349
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

保育料・利用料の
減免

①　風水害等で著しい損害を受けた場合、市町村・事業者の判断により、
     保育料・利用料を減免できる。
　      ＊減免した市町村等への措置：減免分も国等の補助対象
②　特に困窮している世帯について、市町村の判断により、利用料を
     減免できる。
　      ＊減免した市町村への措置：国等の交付金加算

①　保育所、幼稚園、認定こども園、小規模
保育事業、事業所内保育事業（市町村認可事
業に限る）
②　病児保育（病児対応型、病後児対応型）

保健福祉部
子ども未来課
子育て支援班

086-226-7348

保育所での受入
災害等やむを得ない事情がある場合は、市町村・事業者の判断により、利用定員を超えて受け
入れることができる。

保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育
事業、事業所内保育事業（市町村認可事業に
限る）

保健福祉部
子ども未来課
子育て支援班

086-226-7348

被災地域の子ども
の安全・安心な居
場所の提供

被災地域の子育て家庭が、家屋の片付けや被災に伴う各種手続きを行う際などに、安心して子
どもを預けられる場所を臨時的に設置。
【設置場所】岡山県立大学（総社市窪木１１１）学部共通棟（西）内「チュッピー広場」他
【設置期間】平成30(2018)年7月18日（水）から1ヶ月程度　※閉所については避難所の状況等
            を踏まえ決定
【開所日等】月曜日～土曜日　９時３０分から１６時まで　※７月中は日曜日も開所
【そ の 他】当面、倉敷市真備町地区については、避難所（３箇所）との間で送迎バスを運行

【対象児童】０歳～小学校低学年
※被災地域外から実家等の片付けに来ている
子育て家庭も対象
※特に理由等がある場合は高学年も対象

保健福祉部
子ども未来課
子育て支援班

086-226-7348

要介護認定等の取
扱い

・新規認定前からのサービス提供が可能。
・更新申請をすることができない場合も、引き続きサービス提供が可能。
・被災の状況（家屋の状況、身体の状況等）により、緊急的な措置として、社会福祉施設等へ
の受入が可能。
・避難所などの避難先においても必要なサービスの提供が可能。
・入所、短期入所、通所系サービスについて、災害等やむを得ない事情がある場合は、利用定
員を超えて受入れることが可能。
・別の市町村に避難した場合も、地域密着型サービスの提供が可能。

保健福祉部
長寿社会課
介護保険推進班

086-226-7324

保険料（税）の減
免など

被災のため一定の条件（自宅が全半壊や床上浸水、失職して収入がない等）に該当する場合
は、保険者（市町村等）の判断により、保険料（税）の減免等（※）が可能
※〔国民健康保険〕保険料の徴収猶予、納期限延長、減免
  〔後期高齢者医療保険〕保険料の徴収猶予、納期限延長、減免
　〔介護保険〕保険料の減免

国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保
険

保健福祉部
長寿社会課

国民健康保険
086-226-7327
後期高齢者医
療保険
086-226-7325
介護保険
086-226-7324

窓口負担等の取扱
い

被災のため一定の条件（自宅が全半壊や床上浸水、失職して収入がない等）に該当する場合
は、保険者（市町村等）の判断により、医療機関等で診療等を受ける際の窓口負担（一部負担
金）・介護サービス利用者負担の免除（※）が可能
※〔国民健康保険〕一部負担金の免除
  〔後期高齢者医療保険〕一部負担金の免除
  〔介護保険〕利用者負担の免除

国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保
険

保健福祉部
長寿社会課

国民健康保険
086-226-7327
後期高齢者医
療保険
086-226-7325
介護保険
086-226-7324
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

被保険者証等（医
療機関受診等）の
取扱い

被災による紛失等で医療保険等（※）の被保険者証等を提示できない場合は、氏名・生年月
日・電話番号等（連絡先）・住所等を申し出ることにより受診等が可能。

※〔医療保険等〕国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険
　〔公費負担医療〕原爆被爆者医療費、戦傷病者医療費、公害医療費、難病医療費（特定医
                  療・小児慢性特定疾患等）、自立支援医療費　など

特定医療費（指定難病）受給者証等の再発行について、災害により紛失した場合は、保健所へ
の電話による申請も受け付ける。

〔医療保険等〕国民健康保険、後期高齢者医
療保険、介護保険
〔公費負担医療〕原爆被爆者医療費、戦傷病
者医療費、公害医療費、難病医療費（特定医
療・小児慢性特定疾患等）、自立支援医療費
など

保健福祉部
保健福祉課
医薬安全課
障害福祉課
長寿社会課

保健福祉課
086-226-7320
医薬安全課
086-226-7342
障害福祉課
086-226-7345
国民健康保険
086-226-7327
後期高齢者医
療保険
086-226-7325
介護保険
086-226-7324

宿泊施設の提供
（一時避難）

災害救助法の適用を受ける災害が発生した場合で、避難所での生活に特別な配慮が必要な要援
護者を対象に、宿泊施設を提供する。

提供施設：受入可能な県内の旅館・ホテル（県との協定による）

要援護者：乳幼児、妊産婦、障害者（原則、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉
手帳の交付を受けている方）、高齢者など

保健福祉部
生活衛生課

086-226-7335

被災した住宅の応
急修理

要件：修理によって、避難所への避難を要しなくなると見込まれること、 応急仮設住宅を利用
しないこと　など
費用の限度額：１世帯あたり５８万４千円

災害により、半壊の住家被害を受け、自らの
資力では応急修理ができない方、又は大規模
半壊の住家被害を受けた方

保健福祉部
保健福祉課
被災者生活支援室
土木部
建築指導課
建築審査班

被災者生活支
援室
086-226-7876
建築指導課
086-226-7502

災害援護資金
・貸付限度額：３５０万円
・所得制限あり、利率３％／年

災害により負傷、又は住居・家財に被害を受
けた方

児童養護施設等利
用者負担金の減免

児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親、ファミリーホーム、障
害児入所施設等の利用にあたって、前年に比して収入の減少、不時のやむを得ない支出の発生
等により負担能力に著しい変動が生じた場合、県の判断により利用者負担金を減免できる。

保健福祉部
子ども家庭課
児童福祉班

086-226-7911

助産施設・母子生
活支援施設徴収金
の減免

助産施設・母子生活支援施設の利用にあたって、前年に比して収入の減少、不時のやむを得な
い支出の発生等により負担能力に著しい変動が生じた場合、県又は市町村の判断により徴収金
を減免できる。

保健福祉部
子ども家庭課
児童福祉班

086-226-7911

児童養護施設等へ
の受け入れ

災害等やむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えて受け入れることができる。
保健福祉部
子ども家庭課
児童福祉班

086-226-7911

お住まいの市町村
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

生活福祉資金（緊
急小口資金）

・貸付限度額：１０万円
・条件：無利子、連帯保証人不要
　　※過去に、被災者への特例措置あり
・対象の拡大：災害救助法の適用地域を対象に、当座の生活費を必要とする世帯
・貸付上限額：２０万円

災害を受けたことにより、緊急的かつ一時的
に生計の維持が困難となった低所得世帯、障
害者世帯、及び高齢者世帯

保健福祉部
障害福祉課
保護班

086-226-7344

生活福祉資金（福
祉費（災害援護
費））

・貸付限度額：１５０万円
・条件：連帯保証人を立てた場合　　無利子
　　　　連帯保証人を立てない場合　年１．５％（今回に限り利子補給あり：実質無利子）

災害を受けたことにより、臨時的な経費が必
要となった低所得世帯、障害者世帯、及び高
齢者世帯

保健福祉部
障害福祉課
保護班

086-226-7344

災害障害見舞金 支給額：生計維持者の場合　２５０万円、それ以外の場合　１２５万円
災害により重度の障害を受けた方（※）
※両眼失明、要常時介護、両上肢肘関節以上
切断等

災害弔慰金 支給額：亡くなられた方が生計維持者の場合　５００万円、それ以外の場合　２５０万円

災害で亡くなられた方の遺族（※）
※配偶者、子、父母、孫及び祖父母並びに兄
弟姉妹（亡くなられた方と同居していた方、
又は生計を一にしていた方）

被災者生活再建支
援制度

県内において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、申請により被災者生
活再建支援制度が適用され、住宅の被害に応じて支援金が公益財団法人都道府県センターから
支給される。

支援金は以下の２つの支援金の合計額
（※世帯人数が１人の場合は、各該当金額の3/4の額）
①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
　全壊…100万円、解体…100万円、長期避難…100万円、大規模半壊…50万円
②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
　建設・購入…200万円、補修…100万円、賃借（公営住宅以外）…50万円
※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、合計で200
（又は100）万円。

①住宅が「全壊」した場合
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生
じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③災害による危険な状態が継続し、住宅に居
住不能な状態が長期間継続している世帯
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなけれ
ば居住することが困難な世帯（大規模半壊世
帯）

保健福祉課
被災者生活支援室
（※窓口：各市町
村）

086-226-7921

中小企業相談窓口

岡山県中小企業支援センター（公益財団法人　岡山県産業振興財団内）に平成３０年７月豪雨
による災害に関する中小企業相談窓口を設置し、県内中小企業からの経営全般の相談に対応し
ている。
○名　称　　平成３０年７月豪雨により災害に関する中小企業相談窓口
○受付期間　8:30～17:15（土・日・祝休日を除く）
○受付場所　岡山市北区芳賀5301
　　　　　　岡山県中小企業支援センター（公益財団法人　岡山県産業振興財団内）
○電　　話　086-286-9626　E-mail：sinfo@optic.or.jp
○対　　象　今回の災害により影響を受けた中小企業からの経営、金融、下請取引など経営全
　　　　　　般の相談

平成３０年７月豪雨により経営に影響を受け
ている県内中小企業

産業労働部
経営支援課
経営・人材支援班

086-226-7354

お住まいの市町村

お住まいの市町村
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

危機対策資金（中
小企業者向け融資
制度）

・資金使途　経営の維持及び安定のために必要な運転資金及び設備資金
・融資限度額　８,０００万円（通常の保証とは別枠）
・融資期間　１０年以内（うち据置期間２年以内）
・融資利率　年１.１５％以内
・保証料率　年０.６０％
・取扱金融機関　中国銀行、トマト銀行、鳥取銀行、山陰合同銀行、広島銀行、もみじ銀行、
阿波銀行、百十四銀行、香川銀行、伊予銀行、愛媛銀行、四国銀行、西日本シティ銀行、おか
やま信用金庫、玉島信用金庫、津山信用金庫、水島信用金庫、備北信用金庫、日生信用金庫、
吉備信用金庫、備前信用金庫、倉吉信用金庫、笠岡信用組合、商工組合中央金庫

・平成３０年７月豪雨に影響で売上高等が前
年同月比20%以上減少しており、市町村長か
らセーフティネット保証４号に該当する旨の
認定を受けた中小企業者
・指定地域（国の告示による）
岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、
総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐
市、真庭市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛
町、鏡野町、西粟倉村、吉備中央町

産業労働部
経営支援課
金融支援班

086-226-7361

農業共済制度

農業災害等から農家の経営を守り、農業の健全な発展に資することを目的に、農家と国がとも
に掛金を出し合って共同準備財産をつくり、万一災害があった時、その共同準備財産から共済
金を支払う共済制度。
なお、今回の災害に伴う措置として、共済金の早期支払及び共済掛金の払込期限の延長を実施
予定。

平成30年の梅雨期における豪雨及び暴風雨に
より被災された農業者で、
①農作物共済：水稲、麦の耕作面積の合計が
10a以上の加入農家
②果樹共済、畑作物共済：共済目的の種類等
ごとに栽培面積が５a以上の加入農家
③園芸施設共済：設置面積が２a以上の加入
農家
④建物共済、農機具共済：農業に従事する加
入者　　等

農林水産部
組合指導課
金融共済班

086-226-7418

【農業者等の方】
　農林水産部
　組合指導課
　組合指導班

086-224-7416

【林業者等の方】
　農林水産部
　林政課
　林業木材班

086-226-7452

【漁業者等の方】
　農林水産部
　水産課
　振興班

086-226-7446

農林水産業共同利
用施設災害復旧事
業

異常な自然災害により被災した農林水産業共同利用施設の復旧に要する経費を補助する。
（１）対象となる施設の所有者
　　農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、農事組合法人、地方公共団体等
（２）対象となる施設
　　農林水産物倉庫、農林水産物処理加工施設、共同作業場等の共同利用施設
　　ただし、法定耐用年数の１．４倍を経過していない施設に限る。
【助成対象】
　・一箇所の工事費用が40万円以上の災害復旧事業
　　　（激甚災害の告示地域は13万円以上）
　・予算は予備費及び補正で対応。
　・農事組合法人は組合員の属する世帯が5世帯以上の法人が対象
【助成を受けたい場合】
　・災害発生から7日以内に県へ被害概況を報告
　・災害発生から４０日以内に県へ災害復旧事業補助計画概要書を提出

農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業
協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組
合連合会、農事組合法人、公益法人、地方公
共団体
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

【農業者等の方】
　農林水産部
　組合指導課
　金融共済班

086-224-7418

【林業者等の方】
　農林水産部
　林政課
　林業木材班

086-226-7452

【漁業者等の方】
　農林水産部
　水産課
　振興班

086-226-7446

【農業者等の方】
　農林水産部
　組合指導課
　金融共済班

086-224-7418

【林業者等の方】
　農林水産部
　林政課
　林業木材班

086-226-7452

【漁業者等の方】
　農林水産部
　水産課
　振興班

086-226-7446

【農業者等の方】
　農林水産部
　組合指導課
　金融共済班

086-224-7418

【林業者等の方】
　農林水産部
　林政課
　林業木材班

086-226-7452

【漁業者等の方】
　農林水産部
　水産課
　振興班

086-226-7446

農林漁業者等

【災害復旧・復興
に直接対応する資
金】

農林漁業セーフ
ティネット資金
（災害）

・災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金（日本政策金融公庫資金）
①融資限度額：（一般）600万円、（特認）年間経営費等の3/12以内
②融資期間：10年以内（うち据置期間３年以内）
③利　　　率：0.20％（H30.7.19現在）

農林漁業者等

農林漁業関連制度
資金

・災害により被害を受けた農林漁業者等が施設等の復旧時にも活用できる資金

＜農業＞農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
　　　　経営体育成強化資金
　　　　農業近代化資金
＜林業＞林業基盤整備資金
＜漁業＞漁業近代化資金、沿岸漁業改善資金

農林漁業者等

【災害復旧・復興
に直接対応する資
金】

農林漁業施設資金
（災害復旧施設）

・災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金（日本政策金融公庫資金）
①融資限度額：負担額の80％又は１施設あたり300万円（特例１施設あたり600万円）のいずれ
か低い額
②融資期間：15年以内（うち据置期間３年以内）
③利　　率：0.22％以内（H30.7.19現在）
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

【農業者等の方】
　農林水産部
　組合指導課
　金融共済班

086-224-7418

【林業者等の方】
　農林水産部
　林政課
　林業木材班

086-226-7452

【漁業者等の方】
　農林水産部
　水産課
　振興班

086-226-7446

森林環境保全整備
事業

・被災した森林作業道の復旧に対する補助（改良・付替）
　盛土復旧などと簡易な構造物（路盤工、横断排水工、土留工）を組み合わせた復旧及び付替
（開設）を支援
①事業主体：森林経営計画作成者等
②補助内容：森林施業と一体的に実施される森林作業道の改良(開設）
③補助率：６８％

森林経営計画作成者等
農林水産部
治山課
造林班

086-226-7455

おかやま元気な森
づくり推進事業

・被災した作業道の復旧に対する補助（補修・付替）
　森林環境保全整備事業の対象とならない作業道の補修及び付替(開設）を支援
①事業主体：森林組合、森林所有者等
②補助内容：間伐等を推進するために必要な作業道の補修（開設）
③補助率：１／２

森林組合、森林所有者等
農林水産部
治山課
造林班

086-226-7455

林業・木材産業成
長産業化促進対策
（平成30年梅雨期
における豪雨及び
防風雨被害対策）

被災した木材加工流通施設等の撤去・復旧・整備に対する補助
①補助内容：被災した木材加工流通施設、特用林産施設等、被災地域における林業・木材産業
            の再建に必要な機械施設の復旧・整備及び被災施設の撤去等の費用を支援
②補 助 率：１／２以内

地方公共団体、民間団体等
農林水産部
林政課
林業木材班

086-226-7452

林業・木材産業改
善資金
（支払猶予）

・林業・木材産業改善資金を既に借り受けている方は、定期償還金の償還猶予が受けられま
す。
（最終償還期限の変更はできません。）

林業・木材産業改善資金を既に借り受けてい
る者

農林水産部
林政課
林業木材班

086-226-7452

災害関連資金の特
例措置

資金により、金利負担軽減などの特例措置があります。

【特例措置】
・被災農業者特別利子助成事業
・漁業経営基盤強化金融支援事業
・林業施設整備等利子助成事業
・農業信用保証保険基盤強化事業
・被災された酪農・畜産経営に対する支援策について

平成30年の梅雨期における豪雨及び暴風雨に
より、被災された農林漁業者等。
なお、各農業制度資金ごとに貸付対象者の要
件（認定農業者、農業所得が総所得の過半を
占めていること又は農業粗収益が200万円以
上など）があるので、確認が必要。
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

【多面的機能支払
交付金】
甚大な自然災害に
よる活動要件の特
例

甚大な自然災害により、活動組織が活動要件を満たすことが困難な場合の特例として、復旧活
動に取り組むことにより、活動要件を満たすとみなす。
（１）対 象 者：活動組織
（２）対象施設：活動区域内の農用地・施設
（３）対象活動：農地維持活動、資源向上活動（共同）、資源向上活動（長寿命化）

平成30年７月豪雨による災害発生時点で多面
的機能支払交付金の活動に取り組んでいる活
動組織

農林水産部
耕地課
計画班

086-226-7433

【中山間地域等直
接支払交付金】 復旧計画の提出により、被災に遭った農用地も通常どおり交付金が支払われます。

中山間地域等直接支払交付金の活動に取り組
んでいる集落協定及び個別協定

農林水産部
農村振興課
中山間地域農業推
進班

086-226-7442

応急仮設住宅（借
上型賃貸住宅）の
供与（みなし仮設
住宅）

　災害により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、
県が民間賃貸住宅を借り上げて、無償で提供するもの。

（１）民間賃貸住宅の条件（次の①及び②のいずれにも該当するもの）
　① 耐震性が確保された住宅
　②家賃：２人以下の世帯は月額６万円以下、３人～４人の世帯は月額８万円以下、
　　　　　５人以上の世帯は月額９万円以下
（２）県が負担する経費
　　・家賃、礼金（家賃1ヶ月分以下）、退去修繕負担金（家賃２ヶ月分以下）、
　　　仲介手数料（家賃の0.54ヶ月分以下) 、損害保険料（１万円以下／年）、
　　　管理費、共益費、入居時鍵交換費
　　※上記以外の光熱水費、駐車場料金、自治会費等は入居者の負担
（３）入居期間　　最長２年間

〇災害時において、岡山県（災害救助法の適
用を受けた市町村）に居住する方で、原則と
して、次のいずれにも該当する方

（１）当該災害により住家の全壊、全焼又は
流失し、居住する住宅がない方であって、自
らの資力をもってしては、住居を確保するこ
とができない方
　ただし、半壊については、流入した土砂や
流木等により住宅としての再利用ができない
方
（２）災害救助法に基づく、被災した住宅の
応急修理及び災害によって住居又はその周辺
に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し
い支障を及ぼしているものの除去（いわゆ
る、障害物の除去）の救助制度を利用してい
ない方

土木部都市局
住宅課
計画班

086-226-7527

県営住宅の空き住
戸の活用（被災者
受入）

○被災者のために緊急避難場所として、県営住宅空き住戸を使用することを希望する市町村
　に対し使用許可する
　①使用料は全額免除する
　②使用期間は１か月（延長により最長２年以内）
　③入居者の決定等、入居者管理は市町村が行う
　④生活に必要な次の備品は別途用意する
　　（エアコン、冷蔵庫、洗濯機、浴槽・風呂釜、カーテン、照明器具、コンロ、寝具一式）

災害救助法を適用するなど甚大な災害が発生
した市町村

土木部都市局
住宅課
管理班

086-226-7536

教科書の給与 災害により教科書が使用できない状態になった場合、無償で教科書を給与する。
小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、
特別支援学校の児童生徒

・通学している学校
・お住まいの市町村教育委員会
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制度の名称 制度の内容 制度を活用できる方 担当課 電話番号

県庁各部局における被災者支援制度

学用品（文房具、
通学用品）の給与

災害により学用品（文房具、通学用品）が使用できない状態になった場合、被害の実情に応じ、基準の
範囲内で現物を給与する。

小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、
特別支援学校の児童生徒

就学援助
災害による家計急変等の経済的な理由により、学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、
学用品費（修学旅行費も含む）・医療費・学校給食費等の費用を援助する。

小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学
校の児童生徒

授業料の支援
災害による家計急変等の経済的な理由により、授業料の納付が困難な家庭に対して、授業料を減免し
たり、就学支援金を支給したりする。

中等教育学校、高等学校の生徒

特別支援教育就学
奨励費

災害による家計急変等の経済的な理由により、改めて支弁区分の決定を行うことができる。なお、被災
により学用品等を消失し、再度購入することが必要な場合の経費は、学用品・通学用品購入費等の対
象となる。

特別支援学校又は特別支援学級に通う児童生
徒

奨学金 奨学金を貸与する。
災害による家計急変等の経済的な理由によ
り、奨学金の貸与を希望する中等教育学校、
高等学校の生徒

（公財）岡山県育
英会

086-226-7598

心のケアの実施 児童生徒の心のケアのため、スクールカウンセラー等のカウンセリングを受けることができる。 カウンセリングを希望する児童生徒

通学に関すること
被災により学区外へ避難した場合でも、避難先の学区の学校に転学したり、元の学校にもそのまま通
学したりすることができる。

被災により学区外へ避難した児童生徒

・通学している特別支援学校
・小中学校の特別支援学級に在籍
している場合は、お住まいの市町
村教育委員会

・通学している学校
　又は
・県立学校に通学している場合は
県教育委員会
・市町村立学校に通学している場
合は、お住まいの市町村教育委員
会

・通学している学校
・お住まいの市町村教育委員会

・お住まいの市町村教育委員会

・通学している学校
・お住まいの市町村教育委員会

・通学している高等学校
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